
会員法人一覧（2020年10月15日現在）

法人名 所在地

（福）愛 横浜市神奈川区菅田町1761-1

（福）愛育会 横浜市泉区上飯田町4613

（福）愛川舜寿会 愛甲郡愛川町角田140-3

（福）愛光会 横浜市瀬谷区阿久和南3-28-3

（福）愛慈会 厚木市岡田1-7-8

（福）愛伸会 愛甲郡愛川町三増2727

（福）愛成会 横浜市瀬谷区瀬谷町4131-16

（福）愛泉会 相模原市中央区田名8512-1

（福）愛の森 厚木市森の里青山14-2

（福）愛和 愛甲郡愛川町田代680

（福）あおい会 横浜市保土ケ谷区星川2-18-1

（福）青い鳥 横浜市神奈川区西神奈川1-9-1

（福）葵福祉会 藤沢市亀井野4-4-2

（福）あおぞら 横浜市神奈川区六角橋5-35-15

（福）あおぞら福祉会 横浜市港北区新吉田町6088-27

（福）明石会 秦野市並木町9-36

（福）旭児童ホーム 横浜市旭区上白根町914-7

（福）朝日の里 横浜市戸塚区東俣野町57-6

（福）旭福祉会 平塚市河内310

（福）足柄福祉会 南足柄市斑目460

（一財）足柄保育園 小田原市扇町2-17-2

（福）足柄緑の会 南足柄市中沼832

（福）厚木慈光会 厚木市下川入1296

（福）アドベンチスト福祉会 横浜市旭区上川井町1988

（福）阿部睦会 横須賀市衣笠栄町4-14

（福）あまね 横須賀市舟倉1-12-1

（福）あらぐさ会 横浜市戸塚区舞岡町992

（福）あららぎ福祉会 座間市緑ヶ丘1-26-6

（福）いきいき福祉会 藤沢市稲荷345

（福）育桜福祉会 川崎市中原区西加瀬10-3

（福）育秀会 足柄上郡大井町西大井385-1

（福）育生会 横浜市保土ケ谷区狩場町200-9

（一財）育生会 横浜市保土ケ谷区狩場町200-7

（福）イクソス会 横浜市栄区小菅ヶ谷2-26-3

（福）育明会 横浜市保土ヶ谷区常盤台74-7

（福）憩 小田原市久野4406-1

（福）石田愛育会 足柄下郡真鶴町真鶴1900-29

（福）石塚愛育会 小田原市国府津2769

（福）泉会 小田原市府川139-2

（福）和泉福祉会 横浜市泉区和泉町1368

（福）いずみ福祉会 秦野市東田原419-1
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（福）伊勢原福祉会 伊勢原市西富岡1325番地の7

（福）磯子コスモス福祉会 横浜市磯子区中原3-6-10

（福）一乗会 相模原市緑区大島2222-3

（福）一廣会 川崎市麻生区片平1430

（福）一石会 藤沢市用田820

（福）一燈会 中郡二宮町一色1435-1

（福）稲田福祉会 川崎市多摩区登戸1416

（福）鶯会 秦野市西田原146

（福）浦島保育園 横浜市神奈川区亀住町4-11

（福）漆原清和会 横浜市旭区川井本町154-6

（福）栄光会 横浜市瀬谷区東野台26

（福）永耕会 小田原市曽我岸148

（福）永寿会 藤沢市城南1-22-7

（福）エリザベス・サンダース・ホーム 中郡大磯町大磯1152

（福）エル・エム・ヴィ 伊勢原市鈴川50-3

（福）縁樹 藤沢市菖蒲沢1221

（福）大野台保育園 相模原市南区大野台4-3-20

（福）大野福祉会 平塚市四之宮2-10-10

（福）大原福祉会 伊勢原市桜台1-15-27　Mﾋﾞﾙ5階

（福）岡崎福祉会 平塚市岡崎449

（福）荻窪保育園 小田原市荻窪542-5

（福）小田原支援センター 小田原市東町4-11-2

（福）小田原福祉会 小田原市穴部377

（福）小山地域福祉会 相模原市中央区小山2-5-9

（福）恩賜財団神奈川県同胞援護会 横浜市西区岡野2-15-6

（福）恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 横浜市神奈川区西神奈川1-13-10　東神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院内別館3階

（福）偕恵園 横浜市旭区上白根町783

（福）海風会 横須賀市馬堀町2-17-33

（福）かがやき 茅ヶ崎市中島字丸島736-1

（福）鶴門会 横浜市西区高島1-2-15

（福）風祭の森 小田原市風祭563

（福）かしの木会 秦野市菩提字入角2058-2

（福）和枝福祉会 横浜市緑区北八朔町1777-6

（福）風の谷 相模原市中央区田名7236-3

（福）かながわ共同会 厚木市下荻野1215-1　難波ﾋﾞﾙ1F

（福）神奈川県匡済会 横浜市泉区和泉町6181-2

（福）神奈川県社会福祉事業団 横浜市中区北仲通3-33　神奈川県中小企業共済会館5階

（福）神奈川県総合リハビリテーション事業団 厚木市七沢516

（一財）神奈川県団地住宅福祉協会 横浜市磯子区汐見台1-6

（福）神奈川県民生福祉協会 横浜市金沢区富岡東1-1-1

（公財）神奈川県労働福祉協会 横浜市中区寿町1-4 かながわ労働ﾌﾟﾗｻﾞ7F
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（福）神奈川厚生福祉会 横浜市保土ケ谷区明神台5-1

（福）神奈川やすらぎ会 厚木市飯山3425

（福）かながわ黎明会 相模原市緑区牧野6076-1

（福）神奈川労働福祉協会 横浜市神奈川区神奈川本町21-11

（福）鎌倉新しい芽の会 鎌倉市台1-2-25

（福）鎌倉すこやか会 鎌倉市台2-6-7

（福）鎌倉静養館 鎌倉市由比ガ浜4-4-30

（福）上溝緑寿会 相模原市中央区上溝5423-5

（福）上村鵠生会 藤沢市片瀬海岸1-7-9

（福）唐池学園 綾瀬市吉岡2377

（福）川崎愛児園 川崎市宮前区馬絹1-24-5

（福）川崎市社会福祉事業団 川崎市高津区久地3-13-1　うめのき保育園3F

（福）川崎聖風福祉会 川崎市川崎区池上新町3-1-8

(福)川崎保育会 川崎市中原区宮内2-26-40

（福）輝雲会 愛甲郡愛川町半原3715

（福）喜寿福祉会 藤沢市石川3928-5

（福）きしろ社会事業会 鎌倉市坂ノ下31-5

（福）輝星会 秦野市平沢入窪2426-1

（福）吉祥会 高座郡寒川町小谷1-13-5

（一財）貴船会 足柄下郡真鶴町真鶴1117-ロ

（福）貴峯 平塚市達上ヶ丘1-9

（福）希望 相模原市南区大野台4-4-36

（福）希望更生会 横浜市神奈川区東神奈川1-29

（福）久寿会 相模原市緑区大島1556

（福）共生会 藤沢市鵠沼1559

（福）杏林福祉会 秦野市本町1-3-1

（福）旭風会 横浜市旭区上白根2-64-20

（福）喜楽会 相模原市南区当麻490-1

（福）近代老人福祉協会 横浜市港北区新羽町2530-4

（福）金良会 横須賀市吉倉町2-24-1

（福）久遠園 横浜市緑区東本郷4-25-14

（福）くすのき 厚木市愛甲2208-1

（福）楠会 横浜市南区六ツ川4-1234-45

（福）くぬぎざか福祉会 川崎市宮前区西野川 3-39-18

（福）久野保育園 小田原市久野1550

（福）久良岐母子福祉会 横浜市南区中里3-23-1

（福）ケアネット 海老名市河原口1383

（福）敬愛 横浜市泉区岡津町2926-1

（福）恵愛会 横浜市旭区上白根町字長坂778-1

（福）敬愛会 大和市福田1551

（福）慶寿会 茅ヶ崎市下寺尾1835-2
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（福）惠伸会 平塚市田村2-11-5

（福）敬心会 座間市栗原中央6-1-18

（福）慶泉会 海老名市上今泉1-14-33

（福）恵徳会 横須賀市日の出町1-9-1

（福）恵友会 横浜市中区千歳町1-10　Jビルディング4階

（福）慶優会 横浜市旭区今宿1-5-1

（福）恵和 横浜市保土ケ谷区今井町691

（福）敬和会 厚木市下荻野2117-2

（福）県央いずみ会 厚木市妻田西2-20-5

（福）県央福祉会 大和市柳橋5-3-1

（福）研水会 平塚市万田888-1

（福）県西福祉会 南足柄市三竹740-3

（福）幸済会 横浜市保土ケ谷区川島町1514-2

（福）幸山会 秦野市尾尻952-16

（福）興寿会 横須賀市池上6-5-21

（福）皇寿会 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3451

（福）公正会 横浜市泉区池の谷3901-1

（福）厚生館福祉会 川崎市多摩区菅稲田堤1-11-8

更生保護法人川崎自立会 川崎市川崎区浅田1-4-2

更生保護法人報徳更生寮 小田原市扇町1-6-25

更生保護法人まこと寮 横浜市港南区日野中央1-3-32

更生保護法人横浜力行舎 横浜市磯子区丸山1-19-20

（福）国府津保育園会 小田原市国府津3-11-25

（福）孝徳会 横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-40-1

（福）紅梅会 厚木市上荻野5303

（福）光風会 横浜市保土ケ谷区狩場町200-6

（福）幸保園 三浦郡葉山町一色932

（福）光明会 小田原市板橋544

（福）公友会 横須賀市大矢部1-9-30

（福）光友会 藤沢市獺郷1008-1

（福）幸友会 横浜市鶴見区江ヶ崎町17-8

（福）孝楽会 横浜市神奈川区菅田町1-1

（福）光輪会 座間市入谷東3-27-1

（福）倖和会 横浜市金沢区釜利谷東4-12-1

（福）互恵会 座間市小松原1-17-15

（福）心の会 横須賀市小矢部4-19-4

（福）小桜会 横浜市青葉区あざみ野1-32-6ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾞﾛｯｻﾑあざみ野

（福）虎千会 相模原市中央区宮下本町1-9-6

（福）寿会 座間市さがみ野1-8-25

（福）ことりの詩 茅ヶ崎市本村4-19-26

（福）こばと会 鎌倉市岩瀬776-2
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（福）こひつじ愛児会 秦野市渋沢2-7-15

（福）こまや社会福祉事業会 伊勢原市大山920

（福）幸会 横浜市保土ケ谷区西谷町688-1

（福）幸会 相模原市南区相模大野9-12-22

（福）坂の上会 厚木市金田字宮畑254

（福）相模和泉福祉会 相模原市中央区青葉2-8-2

（福）相模厚生会 相模原市中央区横山台2-24-16

（福）相模福祉会 相模原市中央区清新8-3-19

（福）相模福祉村 相模原市中央区田名6769

（福）さくら会 横浜市神奈川区羽沢町980

（福）さくらの家福祉農園 伊勢原市岡崎6940-2

（福）幸童の会 大和市下鶴間525

（福）さつきの会 相模原市緑区牧野9638

（福）さとり 大和市南林間7-21-26

（福）ざま泉水会 座間市座間１-3409-2

（福）小百合会 平塚市田村4-10-7

（福）三育福祉会 横須賀市走水1-35

（福）山栄会 秦野市沼代新町3-42

（福）三神会 川崎市宮前区神木本町5-12-15

（福）三田福祉園 厚木市三田350-3

（公財）紫雲会 横浜市神奈川区神大寺3-1-12

（福）紫苑会 藤沢市高倉745

（福）慈恵会 横須賀市太田和3-733

（福）慈恵会 座間市新田宿151

（福）慈恵療育会 相模原市南区若松1-21-9

（福）慈正会 川崎市麻生区王禅寺963-26

（福）至泉会 平塚市寺田縄265-1

（福）しののめ会 横浜市金沢区平潟町17-1

（福）清水地域福祉奉仕会 相模原市中央区上溝7-5-3

（福）下府中保育園 小田原市中里184-6

（福）シャローム会 横浜市青葉区あざみ野3-11-27

（公財）十愛会 横浜市戸塚区品濃町1140

（福）十愛療育会 横浜市港南区港南台4-6-20

（福）秀峰会 横浜市旭区下川井町360

（福）宿河原会 川崎市多摩区宿河原6-46-6

（福）寿考会 中郡二宮町富士見が丘2-19-11

（福）寿幸会 相模原市緑区根小屋2363-2

（福）十間坂保育園 茅ヶ崎市十間坂2-2-13

（福）寿徳会 秦野市戸川381-12

（福）春光学園 横須賀市小矢部2-14-1

（福）春光保育園 小田原市鴨宮444
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（福）松栄福祉会 厚木市愛甲3-14-1

（福）尚栄福祉会 川崎市高津区二子5-14-56

（公財）柿葉会 横浜市神奈川区新町15-6

（福）常成福祉会 秦野市菩提1711-2

（福）浄泉会 秦野市渋沢2620-2

（福）祥泉福祉会 横浜市青葉区みたけ台32-14

（福）聖徳会 横浜市神奈川区七島町163

（福）湘南アフタケア協会 横須賀市吉倉町1丁目無番地

（福）湘南育成園 鎌倉市城廻270-2

（福）湘南敬友会 平塚市岡崎4015-1

（福）湘南広域社会福祉協会 高座郡寒川町大蔵800

（福）湘南児童福祉会 藤沢市鵠沼神明5-5-32

（福）湘南杉の子福祉会 藤沢市石川646-22

（福）湘南曽寿会 平塚市南豊田85-1

（福）湘南の凪 逗子市小坪5-22-10

（福）湘南福祉会 秦野市立野台1-3-7

（福）湘南福祉協会 横須賀市鷹取1-1-1

（福）湘南福祉センター 平塚市宮の前4-13

（福）湘南福寿会 茅ヶ崎市堤691

（福）湘南望青会 茅ヶ崎汐見台3-10

（福）湘南遊愛会 横浜市港北区北新横浜1-3-10　加瀬ﾋﾞﾙ3階

（福）翔の会 茅ヶ崎市芹沢786

（福）祥風会 小田原市栢山3565

（福）松宝苑 茅ヶ崎市松林3-4-6

（福）城北福祉会 横須賀市平作6-4-33

（福）湘北福祉郷 相模原市南区新戸1716-1

（福）照陽会 川崎市多摩区栗谷2-16-7

（福）松緑会 横浜市戸塚区原宿2-56-3

（福）松林保育園 茅ヶ崎市小和田1-5-36

（福）諸岳会 横浜市鶴見区鶴見2-1-1

（福）しらとり台保育園 横浜市青葉区しらとり台17-58

（福）白根学園 横浜市旭区白根7-10-6

（福）白百合会 横浜市神奈川区亀住町9-5

（福）城山学園 足柄下郡湯河原町鍛冶屋605-1

（福）城山楽寿会 相模原市緑区小倉1620

（福）伸愛会 横浜市港南区日野8-31-36

（福）真幸会 平塚市万田939-4

（福）新考会 厚木市旭町3-7-3

（福）伸こう福祉会 横浜市南区日枝町1-5 クロスハート南・横浜 4・5 

（福）仁正会 相模原市緑区寸沢嵐3331

（福）真生会 横浜市泉区中田東1-41-3
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（福）伸生会 平塚市御殿2-17-42

（福）仁成会 横浜市港北区綱島西2-15-8

（福）仁誠会 南足柄市竹松636

（福）心泉学園 中郡二宮町二宮98

（福）親善福祉協会 横浜市泉区西が岡1-28-1

（福）新日本学園 川崎市中原区木月伊勢町3-3

（福）信和会 横須賀市久里浜5-3-9

（福）進和会 秦野市平沢1243-3

（福）真和会 足柄上郡中井町遠藤327

（福）進和学園 平塚市万田475

（福）すぎな会 厚木市小野2136

（福）すぎのこ福祉会 相模原市中央区淵野辺本町2-25-31

（福）鈴保福祉会 川崎市麻生区上麻生5-19-10

（福）すずらんの会 相模原市南区麻溝台7-6-4

（福）昴 横浜市西区北幸2-8-4

（福）すみなす会 横浜市金沢区釜利谷南2-8-1

（福）聖音会 鎌倉市佐助1-6-6

（一財）生活保健協会 足柄下郡湯河原町中央4-11-2

（福）青丘社 川崎市川崎区桜本1-9-6

（福）清賢会 横浜市都筑区池辺町2885

（福）清光会 横浜市保土ケ谷区上菅田町1723-1

（福）誠幸会 横浜市泉区上飯田町2083-1

（福）清光会 横須賀市武1-2074-2

（福）成光福祉会 座間市緑ケ丘4-20-21

（福）清正会 横浜市旭区万騎が原3

（福）晴翔会 相模原市中央区光が丘3-2-1

（福）西湘福祉会 南足柄市塚原2161

（福）誠心会 横須賀市池田町1-22-12

（福）清心会 鎌倉市大船6-5-53

（福）誠心福祉協会 綾瀬市早川3067-5

（福）誠々会 厚木市山際1350-1

（福）聖テレジア会 鎌倉市腰越1-2-1

（福）聖ヒルダ会 横浜市戸塚区汲沢町1060

（福）静友会 足柄上郡山北町中川511

（福）清琉会 厚木市小野734-2

（福）セイワ 川崎市高津区末長1-3-13

（福）清和会 鎌倉市植木18

（福）成和会 秦野市三屋127-3

（福）誠和福祉会 伊勢原市沼目2-6-3

（福）青和保育園 茅ヶ崎市松尾8-23

（福）積善会 小田原市曽我光海2-1
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（公財）積善会 小田原市曽我岸148

（福）芹沢福祉会 茅ヶ崎市芹沢1056

（福）千寿会 高座郡寒川町小動622

（福）泉正会 綾瀬市上土棚南1-11-20

（福）泉心会 伊勢原市三ノ宮511-1

（福）せんだん保育園 相模原市南区新戸2078

（福）千里会 横浜市港北区新横浜1-22-4

（福）創生会 横浜市旭区上川井町2287

（福）蒼生会 相模原市南区鵜野森1-22-17

（福）宗得会 横須賀市太田和2-3-21

（福）相武台福祉会 相模原市南区新磯野3-22-15

（福）則信会 平塚市西真土4-23-35

（福）素心会 中郡大磯町虫窪39-1

（福）大慈会 川崎市多摩区堰3-11-13

（福）大地の会 相模原市中央区田名塩田2-5-24

（福）大六福祉会 伊勢原市子易1254-4

（福）高津百春会 川崎市高津区末長2-20-20

（福）高松児童福祉会 座間市緑ケ丘4-16-16

（福）高谷福祉会 藤沢市村岡東3-413-1

（福）竹沢積慈会 相模原市緑区二本松2-30-30

（福）多心会 大和市上和田3467-1

（福）たすけあいゆい 横浜市南区睦町1-31-1

（福）たちばな会 横浜市泉区和泉町735

（福）たちばな会 茅ヶ崎市萩園665-1

（福）たちばな福祉会 相模原市南区南台5-10-26

（福）多摩福祉会 川崎市中原区上丸子山王町2-1337

（福）地域精神保健福祉会 秦野市鶴巻1840-2

（福）地域福祉協会 逗子市池子3-789

（福）茅ヶ崎学園 茅ヶ崎市緑が浜7-52

（福）茅ヶ崎保育園 茅ヶ崎市新栄町3-32

（福）竹生会 藤沢市遠藤35

（福）智泉会 相模原市中央区清新7-4-1

（福）知足会 中郡二宮町二宮1049-6

（福）ちとせ会 横浜市旭区今川町60-2

（福）中心会 海老名市上今泉4-7-1

（福）長寿会 小田原市入生田475

（福）長寿福祉会 川崎市中原区井田中ノ町12-20

（福）長幼会 横浜市都筑区大棚町74-12

（福）つきかげ会 鎌倉市岩瀬1526

（福）つくし会 横浜市旭区笹野台4-11-19

（福）つくしんぼの会 横浜市港南区港南4-2-6
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（福）つちや社会福祉会 平塚市土屋2196-1

（福）つつじ会 三浦市初声町高円坊395-1

（福）鶴見乳幼児福祉センター 横浜市鶴見区鶴見1-3-16

（福）であいの会 横浜市戸塚区上矢部町2342

（福）電機神奈川福祉センター 横浜市磯子区新杉田町8-7

（福）同愛会 横浜市保土ケ谷区上菅田町金草沢1749

（福）藤英会 川崎市麻生区王禅寺1241-38

（福）道志会 綾瀬市早川城山2-11-3

（福）藤心会 横浜市保土ケ谷区境木町174-1

（福）同塵会 横浜市港南区下永谷4-21-10

（福）藤雪会 厚木市旭町2-3-13

（福）東漸保育園 横浜市鶴見区栄町通3-33-16

（福）東洋会 小田原市城山2-3-46　ＴＳビル4Ｆ

（福）藤葉福祉会 藤沢市大鋸1-2-15

（福）藤嶺会 横浜市旭区上川井町1241-1

（福）徳栄会 平塚市花水台12-28

（福）徳寿会 大和市草柳2-15-4

（福）徳心会 川崎市多摩区菅北浦3-10-20

（福）徳風会 横浜市神奈川区羽沢町725

（福）富水保育園 小田原市栢山1946

（福）ともかわさき 川崎市中原区上平間1564-12

（福）共に生きる会 横浜市都筑区川和町890-2

(福)長井婦人会 横須賀市長井2-2-3

（福）長岡児童福祉園会 横須賀市長沢1-25-8

（福）長尾福祉会 川崎市宮前区神木本町2-15-6

（福）中川徳生会 横浜市青葉区市ヶ尾町25-7

（福）中島保育園 小田原市中町2-13-48

（福）中原福祉会 平塚市南豊田301-1

（福）なぎさ保育園 茅ヶ崎市甘沼898

（福）和みの会 横浜市戸塚区東俣野町1705

（福）なごみ福祉会 川崎市多摩区菅稲田堤3-9-2

（福）なつめの会 横浜市保土ケ谷区今井町502-5

（福）なでしこ会 横浜市保土ケ谷区常盤台75-1

（福）七葉会 横浜市戸塚区柏尾町742

（福）成竹会 横須賀市芦名1-160-6

（福）西大友保育園 小田原市西大友485-2

（福）西久保福祉会 茅ヶ崎市西久保596-7

（福）西さがみ福祉会 小田原市東町1-30-30

（福）西谷梅の木福祉会 横浜市保土ケ谷区西谷町804

（福）日辰会 平塚市出縄336-5

日本赤十字社神奈川県支部 横浜市中区山下町70-7
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（福）日本医療伝道会 横須賀市小矢部2-23-1

（福）日本キリスト教奉仕団 座間市小松原2-10-14

（福）日本水上学園 横浜市中区山手町140

（福）乳児保護協会 横浜市南区睦町1-5-1　ﾀﾏｱﾝﾄﾞﾐﾗﾄﾝｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾙ3階

（福）子の神福祉会 川崎市宮前区野川2911

（福）のびのび愛児会 横浜市泉区中田西3-33-6

（福）野百合会 厚木市上荻野5160

(福）ハートフル記念会 横浜市中区不老町3-12

（福）梅雲保育園 茅ヶ崎市下町屋2-14-15

（福）博愛福祉会 横浜市青葉区松風台18-10

（福）博栄福祉会 座間市東原1-6-30

（福）百鷗 三浦郡葉山町上山口1669

（福）はぐくみ福祉会 足柄上郡開成町円通寺55-1

（福）白十字会林間学校 茅ヶ崎市富士見町4-54

（福）白峰会 横浜市港南区港南台4-4-5

（福）はぐるまの会 川崎市多摩区菅馬場１-18-17

（福）箱根恵明学園 足柄下郡箱根町宮ノ下413

（福）秦野なでしこ会 神奈川県秦野市三屋29-1　あけぼの内

（福）八寿会 藤沢市小塚370-1

（福）英会 秦野市鶴巻1702-5

（福）浜岳福祉会 平塚市北金目二丁目9番24号

（福）ハマノ愛生会 横浜市西区浅間台6

（福）ビーハッピー 秦野市渋沢1480-1

（福）東の会 相模原市中央区下九沢980

（福）光が丘福祉会 伊勢原市東大竹2-2-1

（福）ひかり福祉会 座間市広野台1-32-3

（福）聖坂学園 横浜市中区小港町3-171-2

（福）美生会 川崎市多摩区宿河原1-18-1

（福）陽だまりの会 横浜市港北区菊名6-23-21福地ﾋﾞﾙ303号

（福）ひばり 藤沢市善行4-3689-1

（福）ひまわり園 茅ヶ崎市南湖4-13-30

（福）ひまわり福祉会 横浜市港南区野庭町2187-1

（福）開く会 横浜市泉区中田西1-11-2

（福）福光会 茅ヶ崎市堤2552

（福）福慶会 大和市福田74

（福）富士愛育会 鎌倉市材木座6-8-20

（福）藤沢育成会 藤沢市弥勒寺2-7-13

（福）藤沢ひまわり 藤沢市西俣野1925-3

（福）富士白苑 平塚市唐ヶ原1

（福）ふじ寿か会 横浜市緑区西八朔町773-2

（福）ふじ福祉会 相模原市中央区千代田4-5-12
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（福）富士美 横須賀市佐島3-12-15

（福）二津屋福祉会 大和市下鶴間418-2

（福）ふたば愛児会 川崎市川崎区桜本2-41-11

（福）ふたば会 逗子市久木2-7-2

（福）二葉福祉会 藤沢市鵠沼海岸6-6-10

（福）プレマ会 大和市上草柳164-5

（福）米寿会 茅ヶ崎市芹沢932

（福）平成会 横浜市港北区新吉田東6-17-3

（福）宝安寺社会事業部 小田原市浜町1-4-38

（福）峰延会 横浜市磯子区峰町654-1

（福）朋光会 横浜市戸塚区名瀬町1566

（福）宝珠会 足柄上郡松田町寄3090-1

（福）豊笑会 横浜市戸塚区吉田町1868-15大日谷マンション105

（福）芳浄会 横浜市南区別所2-14-10

（福）報徳会 相模原市南区磯部4363

（福）報徳保育園 小田原市栢山880

（福）訪問の家 横浜市栄区桂台中4-7

（福）朋友会 横浜市瀬谷区阿久和東3-55-1

（福）母子育成会 川崎市川崎区本町1-1-1

（福）星谷会 海老名市杉久保南3-31-8

（福）ほどがや 横浜市保土ケ谷区神戸町140-2

（福）馬島福祉会 川崎市川崎区日ノ出2-7-1

（福）枡形鳳翔会 川崎市多摩区枡形6-4-25

（福）眞澄児童福祉会 藤沢市片瀬5-13-15

（福）松が丘保育園 茅ヶ崎市松が丘1-1-72

（福）真愛 横浜市栄区公田町424-23

（福）マハ・マヤ会 横浜市旭区市沢町874-4

（福）マルタ会 横浜市中区打越39

（福）マロニエ会 藤沢市石川636-25　

（福）三崎二葉会 三浦市城山町4-4

（福）みずほ会 秦野市南矢名2290-3

（福）みその 藤沢市みその台1-3

（福）みどり会 厚木市戸室3-3-11

（福）みどり共生会 横浜市緑区鴨居7-19-1

（福）みどり児童福祉会 藤沢市下土棚1014-1

（福）みどりの家 小田原市中町1-15-11

(福)みどりの風 横須賀市追浜町2-71

（福）みどり福祉会 横浜市青葉区さつきが丘8-4

（福）翠福祉会 平塚市四之宮1-8-92

（福）みなと舎 横須賀市芦名2-8-17

（福）みのり会 川崎市宮前区宮前平1-8-12
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（福）みゆき愛児園 小田原市本町4-6-18

（福）明星会 小田原市府川752-5

（福）妙常会 海老名市浜田町23-25

（福）ムクドリ福祉会 相模原市緑区下九沢454

（福）六会・遠藤福祉会 藤沢市亀井野914-5

（福）睦愛会 藤沢市亀井野2520-3

（福）六美会 秦野市室町3-23

（福）むつみ福祉会 秦野市千村497-1

（福）明恵会 相模原市南区西大沼5-4-20

（公財）明徳会 横浜市南区清水ヶ丘17

（福）明友会 横浜市旭区南本宿町125-1

（福）めぐみ福祉会 藤沢市遠藤732-9

（福）大和しらかし会 大和市西鶴間2-24-1

（福）大和清風会 大和市西鶴間8-1-2

（福）山中福祉会 大和市下和田822-1

（福）山久会 相模原市南区上鶴間6-6-1

（福）山百合会 横浜市緑区中山1-21-5　ｳｴｼｹﾞﾋﾞﾙ2階

（福）弥生会 川崎市多摩区長沢1-5-14

（福）結いの会 横須賀市津久井4-19-11

（福）ユーアイ二十一 横須賀市西浦賀6-1-1

（福）湧翠会 横浜市青葉区恩田町971-3

（福）雄飛会 横浜市泉区新橋町1805

（福）悠々倶楽部 秦野市南矢名1955

（福）優和会 大和市福田5-17-1

（福）湯河原福祉会 足柄下郡湯河原町吉浜120-1

（福）豊会 横浜市南区六ツ川3-77-7

（福）夢の成る木 海老名市国分北4-12-28

（福）ゆりかご園 小田原市酒匂2-41-39

（福）幼年保護会 横浜市保土ケ谷区釜台町18-1

（福）横須賀基督教社会館 横須賀市田浦町2-80-1

（福）横須賀市社会事業協会 横須賀市佐野町5-7

（福）横須賀市社会福祉事業団 横須賀市本町2-1市立総合福祉会館

（福）横須賀乳幼児保護会 横須賀市佐野町3-15

（福）よこすか黎明会 横須賀市長井1-14-1

（福）横浜愛児会 横浜市泉区上飯田町3220-8

（福）横浜愛隣会 横浜市南区睦町1-27

（福）横浜鶴声会 横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-15-18

（福）横浜共生会 横浜市港北区新吉田町6001-6

（公財）横浜勤労者福祉協会 横浜市鶴見区矢向1-6-20

（福）横浜訓盲院 横浜市中区竹之丸181

（福）横浜市社会事業協会 横浜市泉区中田東3-15-2-202
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（福）横浜市福祉サービス協会 横浜市西区桜木町6-31-6

（福）横浜社会福祉協会 横浜市南区中村町5-315

（福）横浜大陽会 横浜市南区大岡5-13-15

（福）横浜長寿会 横浜市栄区野七里1-36-1

（福）横浜博萌会 横浜市戸塚区汲沢町991

（福）横浜白光会 横浜市保土ケ谷区今井町733-2

（福）横浜婦人クラブ愛児園 横浜市磯子区丸山1-17-17

（福）横浜やまびこの里 横浜市都筑区東山田町270

（福）横浜悠久会 横浜市保土ケ谷区西久保町114-250

（福）横浜来夢会 横浜市戸塚区汲沢町295

（福）横浜ＹＭＣＡ福祉会 横浜市中区常盤町1-7

（福）よつば会 川崎市多摩区西生田5-24-2

（福）よるべ会 小田原市沼代865-1

（福）ラファエル会 鎌倉市大船4-18-6

（福）栗山会 横須賀市武3-39-2

（福）隆徳会 横須賀市長井6-21-7

（福）緑成会 横浜市青葉区鉄町2075-3

（福）緑峰会 横浜市港北区新吉田町6051

（福）緑友会 伊勢原市伊勢原3-6-7　伊勢原ｽﾀｼﾞｵ

（福）林台福祉会 伊勢原市粟窪210-1

（福）ル・プリ 横浜市旭区金が谷550

（福）麗寿会 茅ヶ崎市南湖1-6-15

（福）礼拝会 横浜市南区唐沢41

（福）レインボー保育園 横浜市戸塚区上矢部町2030-4

（福）若木会 秦野市東田原440-5

（福）若竹大寿会 横浜市神奈川区平川町2-4

（福）わかたけ福祉協会 藤沢市辻堂3-9-16　わかたけ保育園内

（福）若葉会 厚木市関口390

（福）わかば健成会 大和市下鶴間2748-2

（福）ワゲン福祉会 相模原市中央区小山3429

（福）和順会 横須賀市久里浜2-19-14

(福)和心知会 平塚市片岡833-10

（福）和徳会 横浜市緑区長津田みなみ台7-10-24

（福）和楽会 川崎市高津区千年141-2
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